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製品情報シートno. C 4.8
湿度/-温度のセンサ
大気条件での使用で 爆発性ガス雰囲気のある場所と
可燃性粉塵のある場所での„ATEX“防爆認証付きセンサ
技術データ
推奨のトランスミッタ電源装置
Hans Turck GmbH & Co. KG製

概要
このシリーズの MELA® -湿度/-温度のセンサは空気とその他の
非侵食性ガスの爆発性危険区域と可燃性粉塵の場所の相対湿
度、または温度、および相対湿度と温度を測定するために使われ
ます。
これらのセンサは丈夫なアルミニウム製ダイカスト筐体（トランスミ
ッタ部分）に搭載された焼結フィルタのセンサ部分からできていま
す。どちらもステンレススチール製です。湿度センサの場合
（F*C3.Ex/8）と温度センサの場合（(T*C3 Ex/8)）の非本質安全回
路との接続は 1 チャネルのトランスミッタの電源装置で行われま
す。そして、湿度と温度を結合したセンサの場合（(K*C3.Ex/8) ）
の非本質安全回路との接続は入力/出力回路と電源との間をガル
バニック絶縁した 2 チャネル、または 2 基の 1 チャネルトランスミ
ッタ電源装置のいずれかで行われます。
Use of MELA® 容量式湿度センサの使用は次のことを保証しま
す。
- 長期間安定性（high long-term stability ）
- 直線特性曲線（almost linear characteristic curve）
- 耐結露性（resistance to dew formation）
- 小さなヒステレシス（small hysteresis）
- 優れた動的性能（good dynamic performance）

欧州基準に準拠
防爆ガイドライン 94/9/EC
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爆発性危険区域での使用が認可されています。
EC 設計テスト認証
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07 ATEX 1114

電磁両立正についての指令
一般要求事項............................
特別要求事項...........................

......... 2004/ 08/EG
EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2007

この情報は現在の知識に基づいたもので、当社の製品の詳細と製品の可能なアプリケーションを説明することを目的にしています。 従って、説明された
製品の特定の特性の保証や、特殊なアプリケーションの適合性を保証するものではありません。我々の経験では、この機器はさまざまな条件と負荷の幅
広いアプリケーションで使用できます。個々のケースをすべて評価することはできません。購入者またはユーザは特別なアプリケーションに機器が適合
するかチェックする必要があります。当社製品の完全品質は当社の販売一般条件（General Conditions of Sale）で保証されています。
発行: January 2011 C48_E.は変更の可能性あります。

組立の説明
MELA®-湿度/温度のセンサ は環境条件を測定するのに代表的
な場所に取付けねばなりません。
非本質安全回路への接続は接続図面に基づいて、1基または2
基のトランスミッタ電源装置(U0, I0, P0) のいずれかを使って行わ
れます。シンプルな本質安全電気回路の本質安全を確認するた
めには、本質安全機器の数値(Ui, Pi , Ci と Li) の数値、関連電
気機器（トランスミッタ電源、U0, I0, P0, C0 と L0 ) の数値、および
ケーブル(C と L) の数値が、本質安全機器が過負荷されていな
いことと、エネルギー保存のL と C が対応する設備のL0 と C0 よ
り大きくないこととを確認するために比較される必要があります。
この性能のために、台形の特性曲線の場合でも、トランスミッタ電
源の数値 P0 が使用することができます。基本的に、最大ケーブ
ル長はトランスミッタの電源の C0 と使用されるケーブルのタイプ
によって変わります。センサの内部容量が外部に影響を与えない
ことを確認するために回路の工学測定が取られます。ケーブル
のタイプ NF14 と最大ケーブル長 200mを我々はお勧めします。
取付け期間中は、DIN EN 60079-14, 第 12項 に従った追加の
保護タイプ „i“ の本質安全に関する追加要求事項が遵守されね
ばなりません。
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一定のケーブルと電気ラインのみケーブルグランドに挿入しても
宜しい。接続完了後、筐体は再び緊密にシールされねばなりませ
ん。これを行うためには、カバーのネジは 1.5 から 2.0 NM のトル
クで締め付ける必要があります。
本質安全の湿度と温度のセンサ（保護等級 „ia“ のタイプ）はクラ
ス 1 の設備としても使用できます。もしこのように使用する場合、
センサをパーティションバリヤに取り付けるときには、必ず、組立
用キット ZA40 を使用するようにして下さい。
組立用キット ZA40 は 別途発注して下さい。
Zone 0 に接続する場合のサイズ図面と安全注意事項については
ページ 3 と 4 をご参照下さい。
このセンサはどんな位置にでも取り付けることが出来ます。
しかしながら水の侵入が起る位置には取り付けないで下さい。
結露や水しぶきによってセンサは損傷しません。けれども、フィル
タ上の水分がすべて乾燥するまで間違った測定読取値が記録さ
れます。
センサが使用されるときに耐干渉性を保持するために、遮蔽ケー
ブルを使ってセンサを接続する必要があります。そしてこの遮蔽
ケーブルは資格を持つ技師によってセンサの電磁環境両立性の
ケーブルグランドの中に固定するようにして下さい。
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湿度と温度のセンサをzone 0に接続した取付け
MELA ®-湿度/温度センサは組立用キット ZA 40 を使い、ページ 4で
Zone 0 への接続を示した寸法図面に従って、クラス 1 の要求の危険
区域の壁に搭載できます。このパーティションバリヤはアプリケーショ
ンに対応した耐食性材質でできていなければなりません。また均質で
少なくとも 3 mm の壁厚を持ち、M25x1,5のネジを持つ必要がありま
す。そうでない場合、DIN EN 60079-26 によって追加の保護測定が
必要です。センサが取り外されるとき、潜在的爆発性雰囲気の放出と
外部から炎が突き抜ける危険があります。このため開けた場合は
直ぐに再び閉めておかねばなりません。組立用キット ZA 40の中で供
給された安増しタイプのケーブルグランドを使って湿度センサと温度
センサの取付けを行って下さい。組立用キット ZA 40 は別途発注して
下さい。ネジの接続部は10 Nmの締め付けトルクでツールを使って締
め付けねばなりません。センサを取外すときには、安増しタイプのケ
ーブルグランドはパーティションバリヤの中に残ります。開けた場合
は、通常のシールインサートを組立用キットZA 40の安増しタイプのフ
ィルタシールインサートに簡単に取り替えて再び閉じて下さい。

特殊モデル
®

要求次第で Ex“ 認証付きのMELA -湿度/温度センサも次のオプショ
ン付きで供給できます。

湿度センシングエレメントに関してはアプリケーションノートを
ご参照下さい。（製品情報シートno. A 1) 容量センシングエレ
メントの付いた湿度センサを使用するときに注意する必要の
ある詳細情報はメーカにお問合せ下さい。
注意!
爆発性粉塵雰囲気の場所ではセンサは開けないで下さい。

修理
„ATEX“ 認証付きのMELA® 湿度と温度のセンサ は必ずメー
カで修理して下さい。メーカはタイプテストしたコンポーネント
しか交換部品として使用しません。次の安全注意事項を守っ
て、ユーザはセンサの再校正を行うようにして下さい。

安全情報
センサは潜在的爆発性雰囲気の中にないときにのみ開くこと
ができ、かつ開いた状態で操作できます。
校正後は、筐体は再び緊密にシールされねばなりません。こ
れを行うためにカバーの中にあるネジは1.5から 2.0 NMのト
ルクで締め付けられねばなりません。

電位差計の配列（Potentiometer Configuration）

接続ケーブル Ø 6...10 mm

すべてのモデルバージョン

厳しいアプリケーションの場合のステン
レススチール/テフロンフィルタ ZE28

すべてのモデルバージョン

290 mm 長センサチューブ

series KC

特殊測定レンジ
温度
(0 ... 50°C and 0 ... 100°C)

モデルバージョン
K*C3.Ex/8 と
T*C3.Ex/8 の場合

H+

H

H

: FGC3.Ex/8; FKC3.Ex/8

メンテナンスとクリーニング（Maintenance and Cleaning）
もし目的通り使用され、組立説明と周囲条件が配慮されていれば、メ
ンテナンスを行う必要はありません。現場でセンサの機能を簡単にテ
ストするためには、
追加アダプタ（additional adapter type ZE 33） (製品情報 no. F
5.2)の付いたMELA®-湿度標準タイプのZE 31/1をお勧めします。
ダストはセンサを損傷しませんが、動的挙動に悪影響を与えます。
焼結フィルタは慎重にネジを外して、もし埃が溜まっていれば水洗い
をして下さい。軽微な汚れは送風や蒸留水による洗浄によって測定エ
レメントから取除いて下さい。焼結フィルタは再びネジを締めるときに
は、測定誤差を避けるために完全に乾燥した状態でなければなりま
せん。作業過程で高精度のセンサは手で接触しないことが大切です。
焼結フィルタの上のネジの接続はしっかりと締められていなければな
りません。

T

H

T+
T
H+
H

: KGC3.Ex/8; KKC3.Ex/8

T

T+

-

T

: TGC3.Ex/8; TKC3.Ex/8
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zone 0への接続のための寸法図
（Dimension diagrams for connection to zone 0）

パーティションバリヤ

組立用キット

電気接続は正しい資格を持つ者が行わねばなりません。
DIN EN 60079-26 と取付説明に従ってカテゴリ-G 電気設備に対する要求
事項に注意を払わねばなりません。
センサが取外されるとき、潜在的に爆発性のガスの混合が放出する危険と
外部から炎が貫通する危険がありますのでご注意下さい。
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